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平成20年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：生産局総務課

評価書公表時期：平成21年７月

【施策名】
国産農畜産物の競争力の強化 政策体系上の位置付け Ⅲ－⑤

【施策の概要＜目指す姿＞】
消費者や食品製造業、外食産業などの実需者の多様なニーズに応じた農畜産物を効率的・安定的に生産できる体
制を確立する。

【施策に関する目標】
（１）価格競争力を高めるため、低コスト・省力化技術の導入、担い手注１の育成等に向けた施策を推進すること

により、労働費や生産資材費の低減を図る。
我が国の代表的な品目である米、大豆、生乳、肉用牛の生産コスト及び畜産物生産の重要な資材である飼

料作物の生産コストについては、２～３割程度低減させる。
目標 ① 米の生産コスト

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

米60kg当たり生産コストを25％低減 19年産米の生産 15.9千円/60kg 100％（A）

（平成27年度：13.0千円/60kg） コストが15.9千 （基準値から1.5

(基準値：平成15年度：17.4千円/60kg 円/60kgを下回る 千円/60kg低減）

→目標値：平成27年度：13.0千円/60kg) こと

（基準値から1.5

平成20年度実績値は21年8月に公表される予 千円/60kg低減）

定であり、現時点での把握は困難なことから、
前年度実績値を用いて評価を行うこととする。

＜目標達成のための主な政策手段＞
【強い農業づくり交付金 24,914（34,067）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた水稲直播栽培の導入や高性能農業機械の効率利用等の「攻め」の取組を
支援し、生産性向上を推進。

【生産性限界打破事業 703（0）百万円の内数】
現行の営農・技術体系における生産性の限界を打破しようとする事業実施主体に対し、新技術の導入等を

支援し、革新的な営農モデルの構築・普及を推進。
＜目標に関する分析結果＞
19年度の「米の生産コスト」は15,882円/60kgであり、「Ａランク」となった。
これは、

① 共同利用機械・施設の導入の推進
② 生産性の高い地域輪作システムの構築に向けた新品種・新技術の導入の推進
③ 水田農業構造改革による地域水田農業ビジョンの実現に向けた産地づくりに対する支援
④ カントリーエレベーター（ＣＥ）施設が導入されている産地における当該施設を拠点とした担い手育成・
品質管理体制の強化

等について、18年度に引き続き取り組んだことによるものである。
20年度については、燃油や肥料の高騰など米の生産コストを押し上げる要因があり、原油高騰対策として、

米も含めた省エネルギー機械の導入支援等の施策を実施したところである。このため、20年度の生産コストに
ついては、これらの効果について、生産費調査の結果を詳細に分析することとする。
なお、コスト低減の取組については、各地域の地域水田農業ビジョンに基づいて関係者が一体となって地域

の主体的な取組を進めるとともに、同ビジョンの実現に向けて施設整備、技術導入等が必要となる場合は、モ
デル性・先進性の高い取組等に対して、強い農業づくり交付金等の支援策を用意しているところであり、コス
ト低減の取組が効率的に進むように推進しているところである。
＜改善・見直しの方向性＞

「米の生産コスト」については、順調に低下してきているため、引き続き地域が主体となった適正施肥や機
械作業体系の効率化による資材費低減や共同利用機械・施設等の導入等の支援を推進し、生産コストの低減を
図ることとするが、今後更なるコスト低減のため、モデル性・先進性の高い取組として、
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① ＣＥ等の共同乾燥施設の利用率向上による利用料金の低下の促進、及び同施設を拠点とした担い手育成等
の取組に関する計画の着実な実施とより高い効果の発揮に向けた計画内容の見直し

② 省力・低コスト化のため、生産性限界打破事業の活用等による水稲直播栽培等新技術等を導入した革新的
な営農モデルの構築と、その成果を生産現場に分かりやすく提示する効果的なＰＲによる取組の拡大

を併せて図っていくこととする。
目標 ② 大豆の生産コスト

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
大豆60kg当たり生産コストを3割程度低減 19年産大豆の生 19.5千円/60kg 190％（A）

（平成27年度：17.2千円/60kg） 産コストが21.3 （基準値から3.8

(基準値：平成15年度：23.3千円/60kg 千円/60kgを下回 千円/60kg低減）

→目標値：平成27年度：17.2千円/60kg) ること

（基準値から2.0

平成20年度実績値は21年7月に公表される予 千円/60kg低減））

定であり、現時点での把握は困難なことから、
前年度実績値を用いて評価を行うこととする。

＜目標達成のための主な政策手段＞
【強い農業づくり交付金 24,914（34,067）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた機械化適性の高い品種の育成・普及等の「攻め」の取組を支援し、生産
性向上を推進。

【生産性限界打破事業 703（0）百万円の内数】
現行の営農・技術体系における生産性の限界を打破しようとする事業実施主体に対し、新技術の導入等を

支援し、革新的な営農モデルの構築・普及を推進。
＜目標に関する分析結果＞

19年度の「大豆の生産コスト」は19,492円/60kgであり、「Ａランク」となった。生産コストについては、17
年産以降、３年連続で順調に低減してきている。
これは、

① 産地の農協を中心に組織された産地協議会が策定した産地強化計画に基づき、需要に即した計画的な生産、
品質・生産性の向上等の産地改革の一層の推進や水田・畑作経営所得安定対策の導入による担い手の育成・
確保の加速化

② 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が開発した気象条件・土壌条件に応じた省力安定生産技術
（以下「大豆300A技術注2」という。）等の新技術の普及に取り組んだことによるものである。
20年度については、燃油や肥料の高騰など大豆の生産コストを押し上げる要因があり、原油高騰対策として、

大豆も含めた省エネルギー機械の導入支援等の施策を実施したところである。このため、20年度の生産コスト
については、これらの効果について、生産費調査の結果を詳細に分析することとする。
なお、コスト低減の取組については、各地域の産地強化計画に基づいて関係者が一体となって地域の主体的

な取組を進めるとともに、同計画の実施に当たり、施設整備、技術導入等が必要となる場合は、モデル性・先
進性の高い取組等に対して、強い農業づくり交付金等の支援策を用意しているところであり、コスト低減の取
組が効率的に進むように推進しているところである。
＜改善・見直しの方向性＞

「大豆の生産コスト」については、近年順調に低下してきているため、引き続き地域が主体となった適正施
肥や機械作業体系の効率化による資材費低減や共同利用機械・施設等の導入等の支援を推進し、生産コストの
低減を図ることとするが、今後更なるコスト低減のため、モデル性・先進性の高い取組として
① 地方農政局ブロックごとに設定した大豆300A技術等新技術の普及目標の達成に向けた地方農政局、都府県、
産地の各段階における現地検討会や栽培技術講習会の開催、パンフレットの作成等

② 担い手経営革新促進事業による規模拡大等に向けた経営革新に対する支援
③ 水田等有効活用促進交付金による低コストの取組とあいまった生産拡大への支援
④ 生産性限界打破事業の活用等による生産性の飛躍的な向上を実現するための新たな営農モデルの構築への
支援

を併せて図っていくこととする。
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目標 ③ 生乳生産コスト
＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

生乳100kg当たり労働費を２割程度低減 19年度生乳100kg 1，865円/100kg 113％（A）

（平成27年：1,614円/100kg） 当たり労働費が (基準値から153

(基準値：平成15年度：2,018円/100kg 1,883円/100kgを 円/100kg低減)

→目標値：平成27年度：1,614円/100kg) 下回ること

(基準値から135

平成20年度実績値は21年12月に公表される 円/100kg低減)

予定であり、現時点での把握は困難なことから、
前年度実績値を用いて評価を行うこととする。

＜目標達成のための主な政策手段＞
【強い農業づくり交付金 24,914（34,067）百万円の内数】

地域の核となる協業法人経営体の育成・哺乳ロボットの活用等畜産生産基盤育成強化のための条件整備等
の「攻め」の取組を支援し、生産性向上を推進。

【未来志向型技術革新対策事業 4,793（5,882）百万円の内数】
生乳の生産に革新をもたらす先進的な技術の導入等、新たな活路を切り拓いていく未来志向型の取組を推進。

＜目標に関する分析結果＞
19年度の生乳100㎏あたり労働費は1,865円であり、「Ａランク」となった。
これは、

① 飼養規模や飼養管理方式（フリーストール注3等）に応じた搾乳ロボット注4等の導入
② 地域の自然条件を活かした放牧方式の導入
③ 牛群検定注5情報の活用による生産性向上や乳牛の能力向上
④ コントラクター注6（作業請負業者）の活用
等を推進したことによるものと考えられる。
なお、「生乳生産コスト」の取組について、地域、産地の課題や戦略に応じたコスト低減の取組への支援に当

たっては、効果の高いものを優先して交付金を配分し、また、技術の普及に当たっては、周辺産地等への波及
効果を踏まえて先進的なモデル性を有するものに対して助成しており、効率的かつ効果的な取組となっている。
＜改善・見直しの方向性＞

目標は達成しているが、酪農経営の安定を図る上で、更にコストを低減することが重要である。特に、平成
18年秋以降の飼料価格高騰の中で、生産コストの低減を図るため、自給飼料の生産・利用の拡大や家畜の生産
性向上といった取組を推進しているところであり、これらの取組と併せ、これまでの効率的かつ効果的な取組
を推進する。

目標 ④ 肉用牛生産コスト
＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

生体100kg当たり労働費を２割程度低減 19年度生体100kg 10,295 円/100kg 136％（A）

（平成27年：9,058円/100kg） 当たり労働費が (基準値から1,028

(基準値：平成15年度：11,323円/100kg 10,568円/100kg 円/100kg低減)

→目標値：平成27年度：9,058円/100kg) を下回ること

（基準値から755

平成20年度実績値は21年11月に公表される 円/100kg低減）

予定であり、現時点での把握は困難なことから、
前年度実績値を用いて評価を行うこととする。

＜目標達成のための主な政策手段＞
【強い農業づくり交付金 24,914（34,067）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた地域内一貫生産体制の確立等畜産生産基盤育成強化のための条件整備や
家畜改良増殖等の「攻め」の取組を支援し、生産性向上を推進。

【未来志向型技術革新対策事業 4,793（5,882）百万円の内数】
肉用牛の生産に革新をもたらす先進的な技術の導入等、新たな活路を切り拓いていく未来志向型の取組を

推進。
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＜目標に関する分析結果＞
19年度の生体100㎏当たり労働費は10,295円であり、「Ａランク」となった。
これは、

① 規模拡大
② ほ乳ロボット注7を活用した超早期離乳等新たな生産方式の普及
③ 早期出荷による肥育期間の短縮注8

④ 完全混合飼料（ＴＭＲ注9）給与方式、自動給餌機の導入
⑤ コントラクター等の活用
等を推進したことによるものと考えられる。
なお、「肉用牛生産コスト」について、地域、産地の課題や戦略に応じたコスト低減の取組への支援に当たっ

ては、効果の高いものを優先して交付金を配分し、また、技術の普及に当たっては、周辺産地等への波及効果
を踏まえて先進的なモデル性を有するものに対して助成しており、効率的かつ効果的な取組となっている。
＜改善・見直しの方向性＞

目標は達成しているが、肉用牛経営の安定を図る上で、更にコストを低減することが重要である。特に、平
成18年秋以降の飼料価格高騰の中で、生産コストの低減を図るため、自給飼料の生産・利用の拡大や家畜の生
産性向上といった取組を推進しているところであり、これら取組と併せ、これまでの効率的かつ効果的な取組
を推進する。

目標 ⑤ 飼料作物生産コスト
＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

１TDNkg注10当たり生産費用価注11を３割程度低減 19年度の１TDNkg 44.3円/TDNkg 81.3％（B）
（平成27年：33.7円/TDNkg） 当たり生産費用 （暫定値）

(基準値：平成15年度：48.2円/TDNkg 価が43.4円を下 （基準値から3.9

→目標値：平成27年度：33.7円/TDNkg) 回ること 円/TDNkg低減）

（基準値から4.8

平成20年度実績値は22年7月に公表される予 円/TDNkg低減）

定であり、現時点での把握は困難なことから、
前年度実績値を用いて評価を行うこととする。

＜目標達成のための主な政策手段＞
【強い農業づくり交付金 24,914（34,067）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた飼料作物の生産技術の高度化や協業経営体等の育成、地域の実情に合わ
せた総合的な飼料生産条件整備等の「攻め」の取組を支援し、生産性向上を推進。

【耕畜連携水田活用対策事業 5,404（5,404）百万円】
地域段階での水田を活用した飼料作物の生産・利用に係る調整活動、簡易な基盤整備、飼料生産用機械等

の導入等、地域の創意工夫を活かした飼料生産の取組や地域の創意工夫により設定した面積当たり単価に基
づいて、稲発酵粗飼料等の生産や水田放牧等の取組を支援。

＜目標に関する分析結果＞
平成19年度の飼料作物の生産コストについては、平成21年6月現在の暫定調査の結果、達成率は81.3%（暫定値）

となり、「Ｂランク」となった。これは、夏期の高温や小雨による天候不良などにより単収が伸び悩んだこと等
によるものである。
これまで、飼料基盤や飼料生産用機械等の整備、稲発酵粗飼料の生産拡大、放牧や食品残さの飼料の推進等の

諸施策を講じて生産性の向上を通じた生産コストの低減を図っているところであるが、今後単収の高い青刈りと
うもろこし等の作付拡大、及び優良品種の導入や土壌改良による草地改良の取組を一層進める必要がある。
なお、これまで飼料増産の取組については、「飼料自給率向上戦略会議」等において、国、地方公共団体、農

業者・農業団体、食品産業事業者、飼料関係団体、消費者団体等の関係者が有識者の助言を得つつ適切な役割分
担の下、一体となって年度ごとに行動計画を策定・実行・点検しつつ推進してきたところであり、今後ともこれ
らの取組により関係者一体となった飼料増産の取組を進める必要がある。
＜改善・見直しの方向性＞
「飼料作物生産コスト」の低減のためには、一層の単収向上等を進めることが必要であることから、水田・畑

の有効活用による青刈りとうもろこし等の生産拡大や、生産性の低下した草地への優良品種の導入等による高位
生産性草地への転換促進の取組の一層の推進により生産性の高い自給飼料生産の実現を図る必要がある。
また、これらの飼料増産の取組の推進に当たっては、今後とも関係者が有識者の助言を得つつ、適切な役割分

担の下一体となって効率的な取組に努めるものとする。
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（２）実需者の意向を踏まえた品質の改善を進める。
麦については、実需者が望む品質に応じた生産が十分に行われていないことから、良品質の新品種への作

付け転換を推進することにより、品質の改善を図る。
目標 ⑥ 麦の新品種作付シェア

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
加工適性が高い等良品質な麦の新品種の作付面積の 24.0％ 26.8％ 123.5％（Ａ）

シェア（都府県） （平成22年度：30.0％） (基準値から (基準値から

(基準値：平成16年度：12.1% 11.9％増加) 14.7％増加)

→目標値：平成27年度：45.0%)

＜目標達成のための主な政策手段＞
【強い農業づくり交付金 24,914（34,067）百万円の内数】

産地における競争力強化に向けた多様な実需者ニーズに対応したきめ細かな品質管理等の「攻め」の取組
を支援し、品質の向上を推進。

【未来志向型技術革新対策事業 4,793（5,882）百万円の内数】
麦の新品種の生産に革新をもたらす先進的な技術の導入等、新たな活路を切り拓いていく未来志向型の取

組を推進。
＜目標に関する分析結果＞

「麦の新品種作付シェア」については、「麦新品種緊急開発プロジェクト」等により開発された早生・多収品
種、病害抵抗性品種等の新品種の早急な普及を図るため、
① 地域段階において、実需者、生産者、試験研究機関、行政機関を構成員とする協議会を開催し、新品種の
評価を行うとともに、

② 全国各地において、農協等の生産者団体が主体となって産地協議会を組織し、地域の実需に即した目標や
課題解決のための具体策を明確化した「産地強化計画」を策定し、品質や収量性の優れた新品種の導入に向
けた取組等を前年度に引き続き推進してきた。
新品種の作付面積のシェア（都府県）は、平成16年産の12.1%に対し、平成17年産は14.9%（達成率99.3%、達

成ランクＡ）、平成18年産は18.4%（達成率105%、達成ランクＡ）、平成19年産は23.1％（達成率123.6％、達成
ランクＡ）、20年産は26.8％（達成率123.5％、達成ランクＡ）となっており、順調に増加している。
なお、新品種の普及については、各地域の産地強化計画に基づいて関係者が一体となって取り組むとともに、

同計画の実施に当たり、新品種の導入に対応した施設整備、技術導入等が必要となる場合は、強い農業づくり
交付金等による支援が可能となっており、効率的かつ効果的な新品種導入への取組がなされている。
＜改善・見直しの方向性＞

「麦の新品種作付シェア」については、新品種の導入を効率的・効果的に推進していくため、引き続き、
① ブロック協議会における新品種の評価活動等を通じ、実需者と連携した計画的な新品種の導入
② 各産地協議会において策定した産地強化計画の評価・見直し
③ 政策課題についての認識の共有化を図るため、地方農政局ごとにブロック会議を通じた各都道府県との情
報の交換

等を実施していくこととする。

（３）需給事情を踏まえた加工用、業務用注12等の用途について、国産農畜産物の供給量の増加を図る。
野菜については、近年、輸入野菜が増加傾向にある中、輸入品に対抗するため、加工向け国内産野菜の出

荷数量を向上させる。
目標 ⑦ 指定野菜注13(ばれいしょを除く)の 加工向け野菜の出荷数量

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
指定野菜の加工用向け出荷数量 19年産の指定野 71.2万トン 151％（Ａ）

（平成20年度：71.0万トン） 菜の加工用向け （基準値から

(基準値：平成17年度：65.9万トン 出荷数量が69.4 5.3万トン増加)

→目標値：平成20年度：71.0万トン) 万トンを上回る

こと

平成20年度実績値は21年9月に公表される予 （基準値から3.5

定あり、現時点での把握は困難なことから、 万トン増加）

前年度実績値を用いて評価を行うこととする。
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＜目標達成のための主な政策手段＞
【加工・業務用対応型園芸作物生産流通拡大事業 54（43）百万円の内数】

供給が不安定なこと等から輸入野菜にシェアを奪われている加工・業務用国産野菜の安定供給体制の確
立、契約取引の推進に必要な知見を有する産地指導者の育成及び気象変動リスクの軽減を図るビジネスモデ
ルを提案することにより、加工・業務用国産野菜のシェアの奪還を推進。

【野菜低コスト供給パートナーシップ確立事業 69（97）百万円】
加工・業務用需要に適切に対応できる野菜の低コスト生産・流通体制を確立するため、生産者・流通業者

・実需者の連携の下、有限責任事業組合（ＬＬＰ）注14等の枠組みを活用し、高性能機械のリレー利用、通い
コンテナ注15による一貫輸送等を推進。

＜目標に関する分析結果＞
「指定野菜の加工用向け出荷数量」については、平成19年度の実績値が71.2万トンとなり、平成20年度の目

標を達成した。
これは、これまで、加工・業務用野菜の出荷推進のため、各地域における実需者ニーズに合った品目別・用

途別規格の周知、産地と実需者との交流会の実施による取引機会の創出等を推進してきたためと考えられる。
平成20年度については、加工・業務用向け国産野菜の安定供給を図るため、

① 実需者ニーズに対応した品種や栽培方法等の実証試験（寒玉系キャベツ、府県産たまねぎ、冬レタス、パ
プリカ、さといも、かぼちゃ、ごぼう）（10地区）

② 産地における契約取引に取り組む人材育成のための研修会（５回）
③ 加工・業務用に取り組む産地と実需者等との交流会（５回）
④ 産地と食品産業が連携して積極的に国産野菜の利用を進める取組に対する表彰
⑤ モデル地区における生産・流通コスト低減のための体制検討・栽培実証、必要な施設整備（１地区）
等の実施に取り組んだところであり、引き続き、目標の達成が期待される。
なお、①の取組に当たっては、輸入品が増加し定着しつつある品目等を中心に実施しており、効率的な事業

の執行を行っている。

＜改善・見直しの方向性＞
今後さらに実需者ニーズの高い国産農産物等の供給体制を整備を促進するため、新農政2008に基づき「国産

原材料による加工・業務用需要への対応指針」を策定し、同プランに基づき生産に取り組む産地、農業経営者
等に対して重点的に支援を行い、加工・業務用需要における国産原材料シェアを向上させていくこととする。
このため、農林水産省は、平成21年度から「国産原材料供給力強化対策事業」により、

① 民間団体が実施する、加工・業務用取引基準の作成、人材育成、中間事業者に対する経営強化、事業
拡大に必要な契約産地への指導、販路開拓等について支援

② 生産者、中間事業者、食品製造業者等による国産原材料の安定的な供給連鎖（サプライチェーン）を
構築するため、需要に対応した安定供給体制の構築のための取組、新品種等の現地適応性や加工特性に
ついての試験、関係者が連携して行う加工・業務用原材料の国産品への転換、ＧＡＰ・トレーサビリテ
ィシステムの導入に向けた取組、出荷規格の簡素化・統一の検討、労働力調整のための検討等に対する
支援、これらの取組に必要となる機械の導入、施設の整備等への支援

等を行うこととする。
なお、国産原材料供給力強化対策事業は、モデル的な取組を支援の対象とする直接採択方式注16とすることで、

効率的に施策の効果を波及させることとしている。

（４）我が国の優れた農林水産物を知的財産注17と捉え、その権利化と積極的な保護・活用を推進する。
植物新品種については、審査期間の短縮により、育成者権注18の保護・活用を図る。

目標 ⑧ 植物新品種の品種登録注19に係る平均審査期間
＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

植物新品種の品種登録に係る平均審査期間 2.5年 2.6年 96.2％（C）

（平成20年度：2.5年） (基準値から (2.589年)
(基準値：平成17年度：3.2年 0.7年短縮) (基準値から

→目標値：平成20年度：2.5年) 0.6年短縮)

＜目標達成のための主な政策手段＞

【品種登録迅速化総合電子化システム借料及び損料、運用管理保守 ７（０）百万円】
平成19年度において、品種登録における審査期間の短縮を図るため、業務処理過程における重複作業の排

除と出願から登録まで一つのシステムにより業務が完結するシステムを構築し、平成20年度から本格稼働を
行い、品種登録業務の効率化を図る。
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【審査制度国際化促進情報整備協力事業 ７（７）百万円】
世界各国により異なる審査方式、出願様式、料金体系、名称審査基準等の調和を図るために必要な情報を

収集し、日本との審査データの相互受け入れシステムの検討を推進。
＜目標に関する分析結果＞

20年度の植物新品種の品種登録については、
① 審査官の増員
② 審査待ちを解消するのに必要な現地調査旅費の確保
③ 審査基準の世界標準に合わせた見直し
④ 栽培試験を実施する独立行政法人種苗管理センターにおける温室などの施設の整備
等に取り組んできたことにより、2.6年（2.589年）となった。平均審査期間を前年度実績値から約0.3年短縮し
たが、目標である平均審査期間2.5年を達成することができなかった。これは、19年度予算で開発し20年度から
導入した新たな品種登録システムが、データの移行・確認に予想以上に手間取り、本格稼働が遅れたことが主
な原因と考えている。
＜改善・見直しの方向性＞

植物新品種の品種登録に係る平均審査期間の短縮については、審査官の効率的配置、19年度に開発した品種
登録システムの本格活用、海外審査データの活用を図るため審査基準の国際標準化に向けた取組を実施する。

（５）農業者に対して地域の特性に応じた新技術や当該技術に関する知識を効果的・効率的に普及指導すること
を通じ、高度な技術と高い経営能力を持った担い手を育成・確保することにより、農業の持続的な発展を図
る。
目標 ⑨ 効果的・効率的な普及事業注20の推進

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
普及指導センター注21が普及課題ごとに設定した目標
の達成率が100％となること（普及指導センターへ
のアンケート調査により普及指導計画に定める目標 100％ 89.9％ 89.9％（B）

値に対する達成率を把握）
ａ．技術の普及に関する課題 ａ.100％ ａ.92.4％

ｂ．担い手の育成に関する課題 ｂ.100％ ｂ.87.4％

（平成21年度までの各年度 100％）
＜目標達成のための主な政策手段＞
【協同農業普及事業交付金 3,597（3,597）百万円】

高度な技術・知識をもつ普及指導員が、認定農業者や集落営農等の担い手の育成・確保、食の安全の確保、
環境と調和した農業生産への取組等に対する支援を強力に推進。

【普及活動情報基盤整備事業 84（87）百万円】
普及情報ネットワークを構築・運営し、効率的・効果的な普及活動の支援を実施。

＜目標に関する分析結果＞
「効果的・効率的な普及事業の推進」については、達成状況は89.9％であり、「Ｂランク」となった。
これは、a.技術の普及に関する課題においては、92.4％（前年の90.9％から1.5ポイント増加）と90％をやや

上回ったものの、b.担い手の育成に関する課題においては、87.4％（前年の89.0％から1.6ポイント低下）と90
％を下回ったことによるものである。
達成率が低い目標の要因は、普及指導センターによれば、

① a.技術の普及に関する課題においては
・ 天候不順による所得低下等に起因する農業者の新技術導入意欲の低下
・ マーケティング面での分析不足
② b.担い手の育成に関する課題においては、
・ 燃油・肥料をはじめとする資材価格の高騰等、経営環境の悪化による認定農業者の育成・確保の遅れ
・ 集落営農に関する農業者の取組必要性の意識改革、合意形成の遅れ
等と考えられている。
なお、本事業の実施に当たっては、

・ 地域の実情を踏まえた取組課題の重点化
・ 農業協同組合が行う営農指導との適切な連携
・ 試験研究機関との一体的な取組推進
等を図ることにより、効率的に事業を推進しているところである。
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＜改善・見直しの方向性＞
「効果的・効率的な普及事業の推進」については「Ｂランク」となったことから、引き続き、協同農業普及

事業交付金を維持し、全国的な普及事業の推進体制の整備を図ることに加え、担い手のニーズに応じた普及事
業の効果的・効率的な推進を図るため、
① 普及組織を中心とした産学官連携を含む地域の関係機関の連携の強化
② 普及指導員の資質向上（技術指導力及びマーケティング等の販売・流通面の指導力等）
③ 普及指導員の指導力を補完し合う広域的な連携システムの構築
等の取組を実施する。

【施策に関する評価結果】
多様なニーズに応じた農畜産物を効率的・安定的に生産し、競争力の高い生産体制の確立に向けては、農畜

産物の生産コストの低減、品質の改善、加工・業務用向け用途の拡大、知財の利活用等の各施策を有機的に連
携して推進することが重要である。
生産コストの縮減は、各品目とも概ね目標水準の達成が認められるが、他方、今回評価に使用したデータの

大宗は19年度であるため、20年度は、燃油・肥料、飼料の価格の急騰などにより、生産コストが上昇する見込
み。今後は、このような経済社会環境の変化にも柔軟に対応できるよう、更なる生産体制構築の強化、例えば、
未利用資源の有効活用、省資源・省エネ型農業の推進等が大きな課題である。
また、農畜産物の品質の改善、加工・業務用向け用途の拡大など、実需者ニーズに応じ得る生産体制の確立

が遅れているため、実需者側との連携や、流通加工用途向けの生産体制の確立など、輸入にシフトした需要を
国産に転換するため、産地側の体制改革の推進が重要な課題である。
さらに、国産農畜産物の競争力を高める上で、農畜産物の価値向上が重要であり、知的財産の利活用がその

ための有効な政策ツールであることが現場段階でも認識されつつあるところ。このため、育成者権に関する取
組だけでなく、農畜産物全体について、知的財産権の取得・保護・活用を促す政策推進が重要な課題となる。
新技術や知識の普及については、市町村合併、JAの統廃合等により、指導力の脆弱化が懸念される中で、普

及指導員の役割は重要であり、関係機関との連携も図りながら、効率的で効果的な普及事業の推進が重要な課
題である。
なお、「植物新品種の品種登録に係る平均審査期間」については、実績値が目標値を下回り、達成ランクはＣ

となった。
平均審査期間が短縮されなかった主な要因については、達成目標に対する分析結果において、新たな品種登

録システムの本格稼働の遅れを挙げているが、この達成目標の達成のために講じている政策手段について、必
要性、有効性、効率性の点で十分であったかどうかについて、詳細な分析を行う必要がある。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
食料･農業･農村基本計画 H17.3.25 第１の１の(２) 多様化・高度化する消費者・実需者ニーズへの
注22 対応

第２の４の(２) 生産努力目標
第３の２の(１) 望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成

・確保
第３の２の(５)のイ 農業と食品産業との連携の促進

２の(６)のア 生産現場のニーズに直結した新技術の開発・普及
２の(６)のウ 農業生産資材の生産・流通及び利用の合理化

21世紀新農政2006 H18.4.4 Ⅰの４の(１) 知的財産権の保護・活用を通じた国際競争力強化
21世紀新農政2008 H20.5.7 Ⅰの１の(２)の① 米利用の新たな可能性の追求

１の(２)の② 飼料自給率の向上対策
１の(２)の③ 農林水産業と食品産業等の連携の強化
１の(２)の④ 食料供給コストの縮減
２の(１)の② 生産から食卓までの食品の安全の確保
２の(３) 食と農のつながりの深化に向けた取組
３の(１) 意欲と能力のある担い手の育成
３の(２)の② 水田の有効利用
３の(３)の① イノベーションを先導する技術開発の加速化
３の(３)の② 知的財産権の戦略的な創造・保護・活用

Ⅱの２ 農林水産業と食品産業等の連携の強化
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【政策評価総括組織（情報評価課長）の所見】
国産農畜産物の競争力の強化を図るためには、国産農畜産物の生産コストを低減するとともに、消費者・実

需者の多様なニーズに対応することができる生産体制を構築することが重要である。特に、近年では、我が国
の農林水産物・食品を知的財産として捉え、その積極的・戦略的な活用により国際競争力の強化や収益性の向
上等に繋げていくことが重要である。
しかし、知的財産に関する目標は「植物新品種の品種登録に係る平均審査期間」しか設定されておらず、農

林水産分野の知的財産の創造・保護・活用について総合的に評価できるようになっていないため、早急に評価
する手法を検討する必要がある。
また、目標「植物新品種の品種登録に係る平均審査期間」の達成状況は、「Ｃランク（有効性に問題がある）」

となったことから、これに関係する政策手段について、手段別評価を実施し、その評価結果を踏まえ、問題の
ある政策手段については、廃止を含めて抜本的に見直す必要がある。
なお、多様な消費者ニーズの中で食品の安全性向上に対する関心は高まっており、このことは食品加工のみ

ならず農産物の生産についても例外ではない。このため、農産物の安全性等について、農業生産工程全体を適
切に管理し、問題点を自ら改善していく管理手法であるＧＡＰ（農業生産工程管理手法）の導入を推進し、そ
の成果等について評価する必要がある。

【政策評価会委員の意見】
・ 自給率の向上を考えた場合、国内産麦について、総合食料局にある指標「需給に応じた良品質な国内産麦の
供給」だけで良いのか。（澤登委員（第１回））

・ コスト低減に関する目標があるが、政策の必要性、有効性、効率性というのを分析する上では、施策の主な
政策手段が具体的な取組内容にどのように繋がっていて、それが具体的にどのようにコスト削減に繋がってい
るのかという政策の寄与度を分析することが必要。（椋田委員（第３回））




